
都道府県 氏　名 フリガナ 都道府県 氏　名 フリガナ

北海道 山﨑　幸雄 ヤマザキ　ユキオ 大阪府 中野　理 ナカノ　マモル

北海道 近藤　正二 コンドウ　マサジ 奈良県 小枝　弘明 コエダ　ヒロアキ

青森県 今　政一 コン　マサイチ 奈良県 長江　澄 ナガエ　スミ

青森県 湯瀬　章治 ユゼ　ショウジ 広島県 西坂　正寛 ニシサカ　マサヒロ

岩手県 内海　稔 ウチミ　ミノル 中央 辻田　一美 ツジタ　カズミ

岩手県 鎌倉　勤 カマクラ　ツトム 中央 菅谷　弘文 スガヤ　ヒロフミ

宮城県 大場　広也 オオバ　ヒロヤ 中央 安藤　勝広 アンドウ　カツヒロ

群馬県 神戸　定夫 カンベ　サダオ 中央 金井　純一 カナイ　ジュンイチ

埼玉県 榎本　一男 エノモト　カズオ 中央 世戸　直也 セト　ナオヤ

埼玉県 菊地　克己 キクチ　カツミ 中央 木村　史能 キムラ　フミヨシ

埼玉県 田島　晃 タジマ　アキラ 中央 細木　育郎 ホソギ　イクロウ

千葉県 神田　美昭 カンダ　ヨシアキ 中央 重松　寿 シゲマツ　ヒサシ

千葉県 大森　康行 オオモリ　ヤスユキ ※中央については、関係団体からの推薦である。

東京都 脇田　忠雄 ワキタ　タダオ

東京都 黒岩　利夫 クロイワ　トシオ

神奈川県 髙橋　光司 タカハシ　ミツジ

富山県 長谷川　功 ハセガワ　イサオ

石川県 辻中　達朗 ツジナカ　タツロウ

石川県 西　英司 ニシ　ヒデシ

石川県 津田　勝 ツダ　マサル

山梨県 小林　憲三 コバヤシ　ケンゾウ

山梨県 岸本　ふじ子 キシモト　フジコ

長野県 忠地　恵子 タダチ　ケイコ

岐阜県 熊原　正憲 クマハラ　マサノリ

岐阜県 西松　光義 ニシマツ　ミツヨシ

三重県 前田　武一 マエダ　タケカズ

三重県 濱口　優 ハマグチ　マサル

滋賀県 小河　文人 オガワ　フミト

滋賀県 松田　康雄 マツダ　ヤスオ

大阪府 金城　保夫 カネシロ　ヤスオ

平成30年度調理師関係功労者厚生労働大臣表彰　被表彰者名簿

（１）調理師制度功労者（42名）



都道府県 氏　名 フリガナ

千葉県 市原　啓 イチハラ　ケイ

中央 岩田　明美 イワタ　アケミ

中央 赤﨑　陽子 アカサキ　ヨウコ

中央 鴨川　容子 カモガワ　ヨウコ

中央 廣瀬　武 ヒロセ　タケシ

※中央については、関係団体からの推薦である。

（２）調理師養成功労者（5名）



都道府県 氏　名 フリガナ 都道府県 氏　名 フリガナ

北海道 佐藤　元治 サトウ　モトハル 石川県 五十嵐　外紀夫 イガラシ　トキオ

北海道 工藤　高夫 クドウ　タカオ 福井県 林　勝二 ハヤシ　カツジ

北海道 橋本　敏幸 ハシモト　トシユキ 福井県 渡部　徹哉 ワタナベ　テツヤ

北海道 藤田　恵二 フジタ　ケイジ 山梨県 木戸　昇 キド　ノボル

青森県 加藤　三五 カトウ　サンゴ 山梨県 清水　勝一 シミズ　カツイチ

青森県 佐藤　希彦 サトウ　マレヒコ 長野県 川久保　重雄 カワクボ　シゲオ

青森県 木村　圭司郎 キムラ　ケイジロウ 長野県 田中　弘光 タナカ　ヒロミツ

岩手県 重石　勝男 オモイシ　カツオ 長野県 加藤　明博 カトウ　アキヒロ

岩手県 千葉　健一 チバ　ケンイチ 長野県 竹内　次男 タケウチ　ツギオ

宮城県 鈴木　隆司 スズキ　リュウジ 静岡県 鶴田　照幸 ツルタ　テルユキ

宮城県 森　義孝 モリ　ヨシタカ 静岡県 山田　仁志 ヤマダ　ヒトシ

山形県 会田　勝弘 アイタ　カツヒロ 愛知県 鈴木　博明 スズキ　ヒロアキ

福島県 渡部　孝三 ワタナベ　コウゾウ 愛知県 石原　昌也 イシハラ　マサヤ

茨城県 大川　哲夫 オオカワ　テツオ 三重県 田岡　牧夫 タオカ　マキオ

栃木県 笠井　一男 カサイ　カズオ 三重県 長﨑　義昭 ナガサキ　ヨシアキ

埼玉県 戸ヶ崎　博一 トガサキ　ヒロカズ 京都府 梶　憲司 カジ　ケンジ

千葉県 　 井　泰雄 イマイ　ヤスオ 京都府 松田　能幸 マツダ　ヨシユキ

千葉県 海部　芳英 カイベ　ヨシヒデ 大阪府 清水　秀樹 シミズ　ヒデキ

東京都 髙木　秋廣 タカギ　アキヒロ 大阪府 杉田　博幸 スギタ　ヒロユキ

東京都 浅野　一哉 アサノ　カズヤ 大阪府 奥川　功 オクガワ　イサオ

東京都 川田　武 カワダ　タケシ 大阪府 伊東　福 イトウ　フク

東京都 新山　重治 ニイヤマ　シゲジ 兵庫県 栃下　浩治 トチシタ　コウジ

東京都 河西　芳治 カサイ　ヨシハル 兵庫県 山口　和孝 ヤマグチ　カズタカ

神奈川県 武田　泰夫 タケダ　ヤスオ 奈良県 滝野　幸久 タキノ　ユキヒサ

神奈川県 松澤　岳志 マツザワ　タケシ 和歌山県 島田　均 シマダ　ヒトシ

神奈川県 相澤　孝夫 アイザワ　タカオ 和歌山県 中野　政博 ナカノ　マサヒロ

神奈川県 三好　節千枝 ミヨシ　セチエ 和歌山県 平見　一雄 ヒラミ　カズオ

新潟県 西脇　誠 ニシワキ　マコト 和歌山県 平田　辰美 ヒラタ　タツミ

石川県 室　民子 ムロ　タミコ 山口県 川村　充 カワムラ　ミツル

石川県 前田　利幸 マエダ　トシユキ 山口県 豆田　智弘 マメダ　トモヒロ

（３）調理業務功労者（117名）



都道府県 氏　名 フリガナ 都道府県 氏　名 フリガナ

徳島県 松浦　頼信 マツウラ　ヨリノブ 中央 西川　利貞 ニシカワ　トシサダ

徳島県 坂本　正一 サカモト　ショウイチ 中央 清水　裕 シミズ　ユタカ

香川県 澁川　廣道 シブカワ　ヒロミチ 中央 岡部　伸雄 オカベ　ノブオ

香川県 大江　昭弘 オオエ　アキヒロ 中央 長谷川　茂美 ハセガワ　シゲミ

香川県 川田　真裕 カワタ　マサヒロ 中央 陣野　安彦 ジンノ　ヤスヒコ

高知県 江川　新一 エガワ　シンイチ 中央 冨永　雄二 トミナガ　ユウジ

高知県 沖原　望 オキハラ　ノゾム 中央 佐藤　秀夫 サトウ　ヒデオ

高知県 山下　健介 ヤマシタ　ケンスケ 中央 東海林　剛 トウカイリン　ツヨシ

高知県 松本　昌時 マツモト　ショウジ 中央 鈴木　和広 スズキ　カズヒロ

福岡県 中田　薫 ナカタ　カオル 中央 小林　裕人 コバヤシ　ヒロト

福岡県 須田　治市 スダ　ハルイチ 中央 笹川　祐司 ササガワ　ユウジ

佐賀県 古川　福見 フルカワ　フクミ 中央 三角　秀昭 ミスミ　ヒデアキ

長崎県 川端　明 カワバタ　アキラ 中央 井口　正彦 イグチ　マサヒコ

長崎県 野林　健二 ノバヤシ　ケンジ 中央 川上　明登 カワカミ　アキト

熊本県 古閑　上進 コガ　タカノブ 中央 若井　稔 ワカイ　ミノル

熊本県 戸澤　清水 トザワ　キヨミ 中央 漆山　智昭 ウルシヤマ　トモアキ

大分県 岡村　耕介 オカムラ　コウスケ 中央 磯貝　千尋 イソガイ　チヒロ

大分県 木代　正 キシロ　タダシ 中央 川野　亘 カワノ　ワタル

鹿児島県 西　亮二 ニシ　リョウジ 中央 末次　利行 スエツグ　トシユキ

沖縄県 照屋　寛幸 テルヤ　ヒロユキ 中央 西村　公一 ニシムラ　コウイチ

沖縄県 大城　徹夫 オオシロ　テツオ 中央 前田　和伸 マエダ　カズノブ

中央 沼尻　寿夫 ヌマジリ　トシオ 中央 隈本　辰利 クマモト　タツトシ

中央 植原　一 ウエハラ　ハジメ 中央 阿部　武 アベ　タケシ

中央 大島　直樹 オオシマ　ナオキ 中央 黒田　廣昭 クロダ　ヒロアキ

中央 岩崎　勇 イワサキ　イサム 中央 清水　繁光 シミズ　シゲミツ

中央 大場　隆 オオバ　タカシ 中央 籏野　幸 ハタノ　ミユキ

中央 吉田　和男 ヨシダ　カズオ 中央 塙　健次 ハナワ　ケンジ

中央 横山　俊秀 ヨコヤマ　トシヒデ ※中央については、関係団体からの推薦である。

中央 鈴木　孝育 スズキ　タカヤス

中央 真保栄　悟 マホエ　サトル


